
22109 8月26日 晴 良 （30小倉2）第10日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

711 ラ ミ エ ル 牝2鹿 54 松山 弘平桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 438－ 41：08．1 2．6�
33 ロードスパイダー 牡2鹿 54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B458± 01：08．42 8．2�
812 カネコメアサヒ 牡2栗 54 川須 栄彦髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 428－ 41：09．03� 29．8�
44 モズリスペクト 牡2青鹿54 酒井 学 �キャピタル・システム 飯田 祐史 新ひだか 田中 春美 480－ 21：09．21 9．1�
813 レルシュタープ 牡2黒鹿54 B．アヴドゥラ 水上 行雄氏 吉田 直弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448± 0 〃 ハナ 7．2�
（豪）

56 バレエシューズ 牝2栗 54 太宰 啓介窪田 芳郎氏 高橋 亮 新ひだか 佐藤 陽一 408＋ 21：09．3� 112．4	
45 メイショウフナカジ 牡2鹿 54

52 △森 裕太朗松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 432＋ 2 〃 アタマ 17．0

710 エ ラ ー ブ ル 牝2栗 54

53 ☆荻野 極大塚 亮一氏 小崎 憲 浦河 ディアレスト
クラブ 434－101：09．51� 18．5�

11 カシノラウト 牡2鹿 54
53 ☆義 英真柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 484＋ 4 〃 クビ 84．1�

22 ダンツキャッスル 牡2鹿 54 藤岡 佑介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 476－ 61：09．6クビ 4．3
68 ドストエフスキー 牡2鹿 54

51 ▲服部 寿希三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 青南ムラカミ
ファーム 432－101：10．13 181．6�

57 メイショウイギョク 牡2鹿 54
52 △川又 賢治松本 好雄氏 坂口 正則 日高 ヤナガワ牧場 466－ 21：10．2� 23．6�

69 コウエイスパークル �2栗 54 小林 徹弥伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 466－ 41：12．7大差 337．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，546，100円 複勝： 35，127，500円 枠連： 10，114，600円
馬連： 45，800，500円 馬単： 22，236，800円 ワイド： 31，213，500円
3連複： 67，069，100円 3連単： 85，714，600円 計： 318，822，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 270円 � 630円 枠 連（3－7） 940円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，020円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 8，810円 3 連 単 ��� 30，800円

票 数

単勝票数 計 215461 的中 � 67424（1番人気）
複勝票数 計 351275 的中 � 100777（1番人気）� 28655（5番人気）� 10183（8番人気）
枠連票数 計 101146 的中 （3－7） 8316（4番人気）
馬連票数 計 458005 的中 �� 31215（3番人気）
馬単票数 計 222368 的中 �� 8104（6番人気）
ワイド票数 計 312135 的中 �� 16454（4番人気）�� 7766（13番人気）�� 2030（35番人気）
3連複票数 計 670691 的中 ��� 5705（31番人気）
3連単票数 計 857146 的中 ��� 2017（106番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．3―44．8―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．8
3 3（7，11）12（4，5，13）6，1－10（2，8）－9 4 3（11，12）（7，4，13）（1，5，6）－10（2，8）＝9

勝馬の
紹 介

ラ ミ エ ル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．7．14 中京4着

2016．4．10生 牝2鹿 母 カ ス ト リ ア 母母 More Silver 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウエイスパークル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月26日まで平

地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22110 8月26日 晴 良 （30小倉2）第10日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

816 クリストフォリ 牝3栗 54
52 △富田 暁 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 496－ 41：46．1 3．2�

23 テーオーパートナー 牝3栗 54 小牧 太小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 484＋18 〃 クビ 20．3�
510 レーヌビクトリア 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 432－ 41：46．2クビ 81．8�
714 ナ ム ラ ユ メ 牝3青鹿54 浜中 俊奈村 睦弘氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 466＋101：46．41� 7．3�
815 フ ワ ト ロ 牝3鹿 54 和田 竜二佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 482－ 2 〃 クビ 5．2	
36 ヤマニンフィオッコ 牝3栗 54 田中 健土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 452± 01：46．82� 10．6

35 スーブレット 牝3栗 54

52 △川又 賢治 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 アタマ 29．5�
48 ウエスタンマリーヤ 牝3鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 472－ 41：47．11� 4．4�
612 バーニングガール 牝3鹿 54 秋山真一郎長谷川光司氏 安田 翔伍 浦河 �川フアーム 458＋ 61：47．52� 15．4
24 エ ペ ル ネ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極�下河辺牧場 松田 国英 日高 下河辺牧場 476＋ 61：48．03 45．1�
713 マダムジェニファー 牝3栗 54 畑端 省吾大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456＋101：48．32 127．1�
12 コンフェイト 牝3青鹿54 酒井 学 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム B446＋ 4 〃 クビ 125．9�
47 バンブトンエガオ 牝3黒鹿54 松山 弘平樋口 正蔵氏 千田 輝彦 浦河 谷川牧場 478＋ 31：48．61� 82．5�
59 ラッシュオブジョイ 牝3青鹿54 B．アヴドゥラゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B468－ 21：48．81� 72．8�
（豪）

11 ア ル マ ー ズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 482＋ 81：49．33 15．6�
611 ショウナンパシスタ 牝3黒鹿54 山口 勲国本 哲秀氏 吉村 圭司 熊本 本田 土寿 428± 01：50．25 116．2�

（佐賀）

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，193，400円 複勝： 39，673，900円 枠連： 13，304，900円
馬連： 48，002，500円 馬単： 21，495，900円 ワイド： 35，168，300円
3連複： 74，675，200円 3連単： 84，873，800円 計： 340，387，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 660円 � 1，720円 枠 連（2－8） 2，080円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 8，650円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 5，690円 �� 19，380円

3 連 複 ��� 137，600円 3 連 単 ��� 394，440円

票 数

単勝票数 計 231934 的中 � 57463（1番人気）
複勝票数 計 396739 的中 � 80640（1番人気）� 13490（8番人気）� 4838（12番人気）
枠連票数 計 133049 的中 （2－8） 4953（9番人気）
馬連票数 計 480025 的中 �� 7120（18番人気）
馬単票数 計 214959 的中 �� 1863（32番人気）
ワイド票数 計 351683 的中 �� 5800（17番人気）�� 1581（43番人気）�� 460（90番人気）
3連複票数 計 746752 的中 ��� 407（214番人気）
3連単票数 計 848738 的中 ��� 156（799番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．9―12．8―12．4―12．4―12．6―12．9―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．8―42．6―55．0―1：07．4―1：20．0―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．7
1
3
10（11，16）（1，7，14）（9，15）（3，5）12（2，4）6，8，13・（10，16）（11，14，15，6）1（9，3）（7，4，5）12（2，8）－13

2
4

・（10，11）16－（1，7，14）（9，15）3（5，12）2（4，8，6）－13・（10，16）（14，15，6）－3－5，8（11，12）9，1，4，7，2，13
勝馬の
紹 介

クリストフォリ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．6．17 阪神3着

2015．2．13生 牝3栗 母 フォルテピアノ 母母 キョウエイフォルテ 3戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 フワトロ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クリノヘプバーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 小倉競馬 第１０日



22111 8月26日 晴 良 （30小倉2）第10日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

612 アイリッシュビート 牝3栗 54 浜中 俊林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 谷川牧場 416± 01：59．3 6．4�
713 ココナッツスルー 牝3黒鹿54 松山 弘平飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 446－ 21：59．4� 12．2�
47 ビップフェリックス 牡3栗 56 田中 健鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム B466－ 41：59．71� 32．5�
11 ゴールドインレイ 牝3芦 54 藤懸 貴志副島 義久氏 羽月 友彦 浦河 木村牧場 462－ 22：00．44 70．3�
817 レッドラファーガ 牡3黒鹿 56

54 △川又 賢治 �東京ホースレーシング 中竹 和也 浦河 辻 牧場 456－ 72：00．71� 8．4�
611 アンチェイン 牡3黒鹿56 山口 勲金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 476－ 2 〃 ハナ 24．6	
（佐賀）

715 ウインフォルティス 牡3鹿 56 B．アヴドゥラ�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 468－ 6 〃 クビ 1．9

（豪）

510 ダージリンクーラー �3鹿 56 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 22：00．91� 11．9�

24 ライブリゴールド 牝3黒鹿54 �島 良太加藤 哲郎氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 416＋ 22：01．0クビ 211．5

714 クェスタボルタ 牝3黒鹿54 秋山真一郎幅田 昌伸氏 中竹 和也 浦河 有限会社
吉田ファーム 438± 02：01．21� 8．6�

48 ゴールデンタッチ 牡3黒鹿56 酒井 学ゴドルフィン 矢作 芳人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516－ 42：01．41� 21．9�

12 ア デ ル 牝3鹿 54 中井 裕二�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454± 02：01．71� 98．0�

36 メイショウコウソク 牡3栗 56 高倉 稜松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 高岸 順一 466＋ 62：01．91	 298．2�
35 ジョイアンス 牝3栗 54 岡田 祥嗣田所 英子氏 笹田 和秀 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474＋ 42：02．64 314．0�
818 イチザティアラ 牝3黒鹿54 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 450－182：02．7� 168．6�
23 アイランドクイーン 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム B448＋ 82：07．7大差 45．9�
816 カヴァイヨン 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極�G1レーシング 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488－ 22：10．5大差 111．0�

（17頭）
59 ハギノグランデ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，198，900円 複勝： 35，106，300円 枠連： 13，672，200円
馬連： 43，661，800円 馬単： 22，814，200円 ワイド： 32，816，500円
3連複： 64，008，100円 3連単： 80，980，200円 計： 318，258，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 230円 � 380円 � 700円 枠 連（6－7） 350円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 6，250円

ワ イ ド �� 890円 �� 2，210円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 26，840円 3 連 単 ��� 137，490円

票 数

単勝票数 計 251989 的中 � 31457（2番人気）
複勝票数 計 351063 的中 � 46138（2番人気）� 23760（5番人気）� 11514（9番人気）
枠連票数 計 136722 的中 （6－7） 29994（1番人気）
馬連票数 計 436618 的中 �� 8282（12番人気）
馬単票数 計 228142 的中 �� 2736（21番人気）
ワイド票数 計 328165 的中 �� 9820（9番人気）�� 3778（25番人気）�� 2394（33番人気）
3連複票数 計 640081 的中 ��� 1788（72番人気）
3連単票数 計 809802 的中 ��� 427（365番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．7―12．2―12．4―11．8―11．8―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．1―34．8―46．5―58．7―1：11．1―1：22．9―1：34．7―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．4
1
3

・（3，8，15，14）－（2，17，18）（5，6，7）－12，1（13，16）4，11＝10
7（8，15，12）14，17（18，13）2，1（5，6，11）（4，10）－3＝16

2
4
3－8，15（2，17，14）18（5，6，7）－12，1，13，4，11，16－10
7，12－（15，13）（8，17，14）（1，11）－（18，4）（2，10）5，6＝3－16

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイリッシュビート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．3．31 阪神13着

2015．4．18生 牝3栗 母 ヒラボクビジン 母母 オリジナルスピン 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔出走取消〕 ハギノグランデ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイランドクイーン号・カヴァイヨン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月

26日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アメージングハート号・クリノカーロ号・スマートアエロ号・ヒロノオウカン号
（非抽選馬） 4頭 シュバルツブリッツ号・テイケイドルチェ号・ネイビーフラッグ号・ムーンライトクーラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

22112 8月26日 晴 良 （30小倉2）第10日 第4競走 ��2，860�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：07．6良

33 ハルキストン 牡3鹿 58 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 436＋ 43：10．4 1．9�
811 メイショウタンヅツ 牡4鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 464－ 2 〃 クビ 10．3�
11 トゥルーハート 牡5黒鹿60 白浜 雄造 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 468－ 23：10．61� 3．3�
44 メメニシコリ 牡5鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 464－ 43：10．91� 16．0�
66 � メイショウワカアユ 牡6鹿 60 高田 潤松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 476＋ 63：11．85 83．9�
79 シゲルサツマイモ 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 462－ 63：12．01� 30．8	
78 クリスタルバブルス 牡4黒鹿60 熊沢 重文 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 466－ 43：12．1クビ 24．4

810 ヤマニンシルフ 牡5栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 448－ 83：12．31� 7．4�
55 � メイショウヒカル 牡4鹿 60 森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 468－ 63：13．04 38．6
67 シゲルキハダマグロ 牡5栗 60 上野 翔森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 440＋ 23：13．21� 76．5�
22 アルファヴィル 牡5芦 60 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 462－103：14．69 87．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，856，800円 複勝： 23，203，800円 枠連： 9，614，400円
馬連： 29，269，000円 馬単： 20，958，800円 ワイド： 20，460，700円
3連複： 48，695，200円 3連単： 85，822，400円 計： 255，881，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 130円 枠 連（3－8） 360円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 280円 �� 180円 �� 470円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，660円

票 数

単勝票数 計 178568 的中 � 75030（1番人気）
複勝票数 計 232038 的中 � 96101（1番人気）� 23458（4番人気）� 37265（2番人気）
枠連票数 計 96144 的中 （3－8） 20667（2番人気）
馬連票数 計 292690 的中 �� 27403（3番人気）
馬単票数 計 209588 的中 �� 14915（4番人気）
ワイド票数 計 204607 的中 �� 17644（2番人気）�� 33481（1番人気）�� 9377（6番人気）
3連複票数 計 486952 的中 ��� 55183（1番人気）
3連単票数 計 858224 的中 ��� 23352（4番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 51．5－3F 38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
3－5，6（2，11）1，4，8－9，7，10
11－（3，1）（4，5）（6，8）－9，7，2，10

�
�
3－5（6，11）（2，1）（4，8）（9，7）10
11（3，1）－4（6，5）8，9－7，10，2

勝馬の
紹 介

ハルキストン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．7．15 福島2着

2015．5．31生 牡3鹿 母 ベルモントベロニカ 母母 ペ ラ ド ン ナ 障害：4戦1勝 賞金 14，100，000円



22113 8月26日 晴 良 （30小倉2）第10日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時10分 （芝・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．8
1：07．8

良
良

55 ジュランビル 牝2黒鹿54 和田 竜二村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 456 ―1：09．5 1．5�
810 ウインクルマリヒメ 牝2黒鹿54 太宰 啓介�有能 高橋 亮 日高 竹島 幸治 414 ― 〃 クビ 6．1�
78 キンショーダンサー 牝2栗 54

52 △川又 賢治礒野日出夫氏 中村 均 浦河 大島牧場 436 ―1：09．81� 22．1�
33 カモンビューティー 牝2黒鹿 54

52 △富田 暁中野 秀樹氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 436 ―1：10．43� 38．5�
44 サニーサインズ 牝2栗 54 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新ひだか 畠山牧場 390 ―1：10．61� 90．5�
77 ケアレスラヴ 牝2栗 54 松山 弘平泉 一郎氏 鈴木 孝志 浦河 岡本牧場 388 ― 〃 クビ 39．1	
66 カシノパーティ 牝2鹿 54

53 ☆義 英真柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 ディアレスト
クラブ 472 ―1：10．81 56．4


89 ル ナ ミ ノ ル 牝2鹿 54 浜中 俊吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 470 ― 〃 ハナ 5．9�
11 ミスアニバーサリー 牝2黒鹿54 B．アヴドゥラ 平田 修氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 468 ―1：11．01� 9．4�

（豪）

22 クリノマンジェリカ 牝2青鹿 54
51 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 462 ―1：11．95 106．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，001，100円 複勝： 44，594，800円 枠連： 10，189，100円
馬連： 37，225，000円 馬単： 28，892，600円 ワイド： 24，941，600円
3連複： 49，544，900円 3連単： 108，894，300円 計： 336，283，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 210円 枠 連（5－8） 180円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 190円 �� 440円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 2，740円

票 数

単勝票数 計 320011 的中 � 165806（1番人気）
複勝票数 計 445948 的中 � 281283（1番人気）� 40492（3番人気）� 19943（5番人気）
枠連票数 計 101891 的中 （5－8） 42135（1番人気）
馬連票数 計 372250 的中 �� 88861（1番人気）
馬単票数 計 288926 的中 �� 44777（1番人気）
ワイド票数 計 249416 的中 �� 41610（1番人気）�� 13326（5番人気）�� 5745（11番人気）
3連複票数 計 495449 的中 ��� 31325（4番人気）
3連単票数 計1088943 的中 ��� 28745（5番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．6―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．7―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．4
3 ・（8，9，10）1－（5，6）（4，2）（3，7） 4 8（9，10）（1，5）（4，6）7，3－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジュランビル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Deputy Minister 初出走

2016．3．17生 牝2黒鹿 母 ア リ ー 母母 Secret Partner 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ミスアニバーサリー号の騎手B．アヴドゥラは，3コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

50，000円。（被害馬：2番・5番・4番・6番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22114 8月26日 晴 良 （30小倉2）第10日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

47 エクスパートラン 牡3青鹿56 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 456－ 41：46．9 11．7�
23 サンライズアミーゴ 牡3芦 56 B．アヴドゥラ 松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 B478＋ 81：47．22 6．3�

（豪）

816 ランドヘルメース 牡3鹿 56 柴田 未崎木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 村上 欽哉 494＋ 21：47．73 9．8�
815 レイヴンウイングス 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋121：47．8クビ 26．1�
510 テイエムダイアラシ 牡3青鹿56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 斉藤スタッド 444－ 2 〃 クビ 53．9�
36 ロードヴォラーレ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 	ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 432± 0 〃 ハナ 3．4

11 ヒルノコルドバ 牡3青 56 酒井 学	ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 404± 01：48．12 74．5�
35 アイスミディ 牝3栗 54

52 △川又 賢治村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 444＋ 41：48．31 17．6�
612 イリアンソス 牝3青鹿54 川須 栄彦ザ・ヒルズ 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 424＋ 41：49．25 99．1
48 ビットピークス 牡3栃栗56 山口 勲礒川 正明氏 斉藤 崇史 新ひだか タガミファーム 480＋ 11：49．41 254．1�

（佐賀）

12 レ イ デ マ ー 牡3黒鹿56 松山 弘平戸佐 眞弓氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 494＋101：49．61� 13．6�
59 ドリームバンバン 牡3鹿 56 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 槇本牧場 B466± 01：49．7クビ 103．5�
713 ナガラリバー 牝3栗 54

52 △富田 暁長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 グラストレーニ
ングセンター 446＋101：49．8� 60．0�

24 キングズスピーチ 牡3青鹿 56
55 ☆荻野 極ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－121：50．75 16．7�
714 ダノンカイザー 牡3黒鹿56 浜中 俊	ダノックス 安田 隆行 千歳 社台ファーム 500＋ 61：51．23 3．2�
611 ゴ ッ サ ム 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也寺田 寿男氏 大根田裕之 新ひだか タイヘイ牧場 B522± 0 〃 ハナ 112．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，037，000円 複勝： 34，289，500円 枠連： 13，024，200円
馬連： 50，252，300円 馬単： 22，541，200円 ワイド： 35，730，500円
3連複： 70，754，200円 3連単： 78，575，700円 計： 330，204，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 330円 � 190円 � 270円 枠 連（2－4） 3，150円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 10，280円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 890円 �� 850円

3 連 複 ��� 7，580円 3 連 単 ��� 52，020円

票 数

単勝票数 計 250370 的中 � 17111（5番人気）
複勝票数 計 342895 的中 � 24646（5番人気）� 54192（3番人気）� 31282（4番人気）
枠連票数 計 130242 的中 （2－4） 3196（13番人気）
馬連票数 計 502523 的中 �� 8333（19番人気）
馬単票数 計 225412 的中 �� 1643（39番人気）
ワイド票数 計 357305 的中 �� 6688（16番人気）�� 10414（10番人気）�� 10999（9番人気）
3連複票数 計 707542 的中 ��� 6998（24番人気）
3連単票数 計 785757 的中 ��� 1095（164番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―12．0―12．8―12．5―12．1―12．3―13．1―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．5―43．3―55．8―1：07．9―1：20．2―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F39．0
1
3
5（8，10）（2，3，13）7（1，4，6，14）12，16（11，15）9・（5，10）7，8（2，3）6，1（4，14）（12，16，13）－15－9－11

2
4
5（8，10）（2，3，7）13（1，4）14，6，12，16，11，15，9・（5，10，7）－3，2，8，6（1，16）12，15－（4，14）13－9＝11

勝馬の
紹 介

エクスパートラン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．9．24 阪神7着

2015．5．14生 牡3青鹿 母 ワイルドゲッツ 母母 ゲラウトマイウエイ 4戦1勝 賞金 5，500，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 ゴッサム号の騎手西村淳也は，向正面での御法（内柵に接触した）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アドマイヤビート号・セダ号・ナリタブルー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



22115 8月26日 晴 良 （30小倉2）第10日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時10分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

24 アイスバブル 牡3芦 54 B．アヴドゥラ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 452± 01：46．0 5．1�
（豪）

713 メイショウグロッケ 牝4鹿 55
52 ▲西村 淳也松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 468＋ 61：46．31� 10．8�

714 ムーンザムーン 牝4鹿 55 松山 弘平林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：46．4	 16．7�
510 タングルウッド 牡3芦 54 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474＋10 〃 アタマ 1．8�
611
 ディライトプロミス 牝3鹿 52

50 △川又 賢治 	キャロットファーム 池添 学 米
Ted Nichols and Judith
E Nichols Trust Dated
February18，1999 462＋18 〃 ハナ 118．6


815 ショウナンサスケ 牡5鹿 57 和田 竜二国本 哲秀氏 高橋 義忠 浦河 大北牧場 464－ 41：46．61 9．8�
35 ナンヨープランタン 牡3黒鹿54 浜中 俊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 450＋10 〃 アタマ 17．7�
36 ドロウアカード 牝4栗 55 酒井 学�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋10 〃 クビ 9．2
23 ガーランドワルツ 牝4鹿 55

53 △富田 暁 	シルクレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム B462＋ 41：46．81� 115．8�
11 スマートウェールズ 牡4黒鹿57 秋山真一郎大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 460－ 81：46．9	 83．4�
59 ゼニステレスコープ 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 440－ 21：47．11� 44．8�
48 ロードザナドゥ 牡3黒鹿54 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 484＋12 〃 クビ 26．7�
47 � カルトデュモンド 牡4青鹿57 島 良太 	社台レースホース渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 41：47．63 156．3�
12 サツマノクロジョカ 牡3黒鹿 54

53 ☆義 英真山下 良子氏 作田 誠二 新冠 ヤマタケ牧場 B464－ 81：47．81� 338．5�
612 ミエノインパルス 牡4栗 57 高倉 稜里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 490＋ 61：48．22	 229．1�
816 ミッキーロイヤル 牡4鹿 57 山口 勲野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 498＋101：48．94 140．1�

（佐賀）

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，380，900円 複勝： 71，367，800円 枠連： 16，050，900円
馬連： 71，706，500円 馬単： 37，348，400円 ワイド： 49，805，600円
3連複： 95，918，900円 3連単： 136，868，200円 計： 525，447，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 380円 � 470円 枠 連（2－7） 1，630円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 6，030円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，000円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 9，470円 3 連 単 ��� 51，010円

票 数

単勝票数 計 463809 的中 � 72269（2番人気）
複勝票数 計 713678 的中 � 95933（2番人気）� 46598（5番人気）� 35835（6番人気）
枠連票数 計 160509 的中 （2－7） 7614（7番人気）
馬連票数 計 717065 的中 �� 17650（10番人気）
馬単票数 計 373484 的中 �� 4640（17番人気）
ワイド票数 計 498056 的中 �� 13021（9番人気）�� 12985（10番人気）�� 7910（20番人気）
3連複票数 計 959189 的中 ��� 7594（32番人気）
3連単票数 計1368682 的中 ��� 1945（146番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．2―11．8―11．3―11．4―11．6―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．5―47．3―58．6―1：10．0―1：21．6―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F36．0
1
3
・（6，13）－8（2，16）（7，9）（1，15）（4，10）5，11，12，14－3・（6，13）（8，16）（2，7）9（4，15，10）1，11（5，14）12，3

2
4
・（6，13）（2，8）16（7，9）1（4，15）10，5，11，12，14，3・（6，13）10，8，7，4（16，15）（2，11，9，14）（1，5）3，12

勝馬の
紹 介

アイスバブル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．10 中京2着

2015．4．8生 牡3芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 7戦2勝 賞金 20，600，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

22116 8月26日 晴 良 （30小倉2）第10日 第8競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

22 ブラックランナー 牡4鹿 57 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 468＋ 6 58．1 1．8�

813 ファステンバーグ 牝3青鹿52 浜中 俊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 440＋ 4 58．63 19．4�
69 ノボリレーヴ 牝3鹿 52 �島 良太原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 458＋12 58．7	 7．4�
610 イナズママンボ 牝4鹿 55 小牧 太小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 B456± 0 〃 ハナ 6．1�
712
 アイアンヒロイン 牝5鹿 55 田中 健大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Jack Dick-

erson 514＋10 58．8クビ 53．6�
45 ウィッシュノート 牝4黒鹿 55

54 ☆荻野 極 	シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B436＋ 4 58．9	 87．9

11 テイエムスグレモン 牡3鹿 54

52 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 484＋ 4 〃 ハナ 25．4�
711 モンスールデジール 牝4鹿 55 小坂 忠士五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 450－ 8 59．0� 26．3�
814 タガノヒバナ 牡3栗 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 4 59．21� 8．4
46 ニシノダンテ 牡3青鹿 54

51 ▲西村 淳也西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 B482＋ 4 59．3� 14．5�
33  メイショウサイジン 牝5鹿 55

54 ☆義 英真松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 498＋12 59．61	 50．1�
57 キャラメルフレンチ 牝4栗 55

53 △富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 浦河 惣田 英幸 454－12 59．7	 111．6�

58 アイスフェアリー 牝3栗 52
50 △川又 賢治吉田 勝己氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478＋ 8 59．8クビ 49．9�

34  ナリタアマリリス 牝4黒鹿 55
52 ▲服部 寿希�オースミ 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 426－13 〃 クビ 213．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，147，900円 複勝： 40，544，600円 枠連： 16，829，700円
馬連： 66，332，500円 馬単： 33，862，000円 ワイド： 40，361，200円
3連複： 86，716，500円 3連単： 127，015，400円 計： 445，809，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 260円 � 210円 枠 連（2－8） 590円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 590円 �� 380円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 11，990円

票 数

単勝票数 計 341479 的中 � 151486（1番人気）
複勝票数 計 405446 的中 � 151385（1番人気）� 26962（5番人気）� 37741（3番人気）
枠連票数 計 168297 的中 （2－8） 22082（2番人気）
馬連票数 計 663325 的中 �� 34733（5番人気）
馬単票数 計 338620 的中 �� 12425（7番人気）
ワイド票数 計 403612 的中 �� 17618（5番人気）�� 29004（2番人気）�� 7471（15番人気）
3連複票数 計 867165 的中 ��� 21802（8番人気）
3連単票数 計1270154 的中 ��� 7676（28番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―11．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．3―33．5―45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．8
3 ・（13，14）1（7，9）（2，11）（8，12）（5，10）（3，6）－4 4 ・（13，14）－1－（2，9）7（11，12）（5，10）（3，8）6，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブラックランナー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．13 小倉1着

2014．5．1生 牡4鹿 母 キャトルセゾン 母母 エミネントガール 15戦2勝 賞金 27，355，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キーネットワーク号・サイモンゼーレ号



22117 8月26日 晴 良 （30小倉2）第10日 第9競走 ��2，000�
と す

鳥 栖 特 別
発走14時15分 （芝・右）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

711 ジャックローズ 牡3鹿 54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：59．4 3．6�
812 ブライトムーン 牝4黒鹿55 和田 竜二�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430± 0 〃 クビ 2．7�
69 メイショウカミシマ 牡4黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 444－101：59．71� 7．4�
57 ナリタゴールド �6鹿 57 富田 暁�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 426－ 41：59．91� 39．1�
56 	 サンライズサーカス 牡5青鹿57 荻野 極松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B522± 02：00．11 5．7	
68 テイエムオスカー 牡3黒鹿54 森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 494＋182：00．31
 59．5

11 	 マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55 服部 寿希今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 42：00．4� 216．7�
45 クリノフラッシュ 牝3青鹿52 川又 賢治栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 428＋102：00．5� 14．4�
813 ラハトケレブ 牡5鹿 57 B．アヴドゥラ 永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 アタマ 51．2

（豪）

44 インターンシップ 牡7鹿 57 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 452－ 4 〃 クビ 8．3�
33 ナムラアッパレ 牡3鹿 54 藤懸 貴志奈村 信重氏 高野 友和 日高 いとう牧場 464＋ 62：00．6� 39．3�
22 ユキノタイガ 牡4芦 57 太宰 啓介村上 幸三氏 木原 一良 新冠 樋渡 志尚 512－ 22：01．77 198．6�
710 ミッキーマラン 牡3芦 54 高倉 稜三木 久史氏 中村 均 浦河 宮内牧場 464－ 52：02．23 111．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，873，700円 複勝： 47，823，200円 枠連： 16，704，400円
馬連： 84，854，800円 馬単： 39，513，600円 ワイド： 52，584，100円
3連複： 115，651，100円 3連単： 166，728，900円 計： 559，733，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 120円 � 170円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 230円 �� 410円 �� 350円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 3，680円

票 数

単勝票数 計 358737 的中 � 79308（2番人気）
複勝票数 計 478232 的中 � 83134（2番人気）� 120157（1番人気）� 60644（4番人気）
枠連票数 計 167044 的中 （7－8） 30974（1番人気）
馬連票数 計 848548 的中 �� 142843（1番人気）
馬単票数 計 395136 的中 �� 28134（2番人気）
ワイド票数 計 525841 的中 �� 66262（1番人気）�� 30384（5番人気）�� 36719（3番人気）
3連複票数 計1156511 的中 ��� 97534（1番人気）
3連単票数 計1667289 的中 ��� 32828（2番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．5―12．8―12．2―11．7―11．5―11．5―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―36．2―49．0―1：01．2―1：12．9―1：24．4―1：35．9―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F35．0
1
3
6，9，7（5，8）12，10（1，11）－13－（4，2）3・（6，9，7）（5，12）（8，11）（4，1）13，3（2，10）

2
4
6－（9，7）（5，8）（1，12）（11，10）（4，13）（3，2）
6（9，7，12）（5，8，11）－（4，1）13，3－2－10

勝馬の
紹 介

ジャックローズ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．12．23 阪神3着

2015．4．11生 牡3鹿 母 ローザミスティカ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 5戦2勝 賞金 20，543，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22118 8月26日 晴 良 （30小倉2）第10日 第10競走 ��
��1，200�

べ っ ぷ

別 府 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，29．8．26以降30．8．19まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

67 ファミーユボヌール 牝4黒鹿53 浜中 俊原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：07．1 2．7�
56 ペ ス カ ネ ラ 牝4黒鹿54 松山 弘平山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 436－ 8 〃 クビ 5．4�
55 オ フ ク ヒ メ 牝5黒鹿52 酒井 学山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 450－ 2 〃 アタマ 58．2�
33 アドマイヤスカイ 牡6青鹿53 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：07．2� 31．0�
22 ガ ゼ ボ 牡3青 53 川又 賢治吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 530＋101：07．4	 4．1�
710 キッズライトオン 牡6栗 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 4 〃 ハナ 59．9	
812 オトコギマサムネ 
7鹿 54 高田 潤塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B486＋ 41：07．61� 15．7

11 � スペードクイーン 牝5栗 53 和田 竜二吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 472－ 2 〃 アタマ 10．5�
68 ウォーターラボ 牝6青鹿53 中井 裕二山岡 良一氏 安田 隆行 洞湖 レイクヴィラファーム 464＋ 6 〃 ハナ 5．5�
44 キタサンコンサート 牡6芦 53 太宰 啓介大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B496－ 21：07．81� 40．2�
79 メイショウバンダイ 牡5栗 51 藤懸 貴志松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 460＋ 61：07．9クビ 109．0�
811 デ ィ ア エ ナ 牝6黒鹿51 森 裕太朗桑畑 �信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B514＋ 41：08．64 56．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，722，000円 複勝： 51，406，000円 枠連： 21，088，900円
馬連： 91，479，900円 馬単： 43，435，400円 ワイド： 53，953，600円
3連複： 125，339，600円 3連単： 190，570，800円 計： 616，996，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 190円 � 900円 枠 連（5－6） 570円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，180円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 8，650円 3 連 単 ��� 30，080円

票 数

単勝票数 計 397220 的中 � 116770（1番人気）
複勝票数 計 514060 的中 � 118469（1番人気）� 71275（4番人気）� 10211（11番人気）
枠連票数 計 210889 的中 （5－6） 28667（2番人気）
馬連票数 計 914799 的中 �� 88841（3番人気）
馬単票数 計 434354 的中 �� 24693（4番人気）
ワイド票数 計 539536 的中 �� 41830（3番人気）�� 5955（22番人気）�� 5428（25番人気）
3連複票数 計1253396 的中 ��� 10859（28番人気）
3連単票数 計1905708 的中 ��� 4593（94番人気）

ハロンタイム 11．8―10．0―10．6―11．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―21．8―32．4―43．5―55．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．7
3 11，1（7，12）（2，6，8）（4，3，5）10＝9 4 11（1，7）（2，12）（6，8）（4，3，5）－10＝9

勝馬の
紹 介

ファミーユボヌール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Red Ransom デビュー 2016．10．16 新潟3着

2014．4．20生 牝4黒鹿 母 レッドルンバ 母母 Rumba Azul 19戦4勝 賞金 54，323，000円



22119 8月26日 晴 良 （30小倉2）第10日 第11競走 ��
��1，800�小倉日経オープン

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

55 レトロロック 牡6鹿 56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 中竹 和也 日高 日高大洋牧場 486＋ 41：46．1 5．7�

77 エンヴァール 牡5栗 56 B．アヴドゥラ 寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：46．42 3．2�
（豪）

22 キ ョ ウ ヘ イ 牡4鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 432－ 61：46．61 4．5�
44 テイエムイナズマ 牡8黒鹿58 酒井 学竹園 正繼氏 武 英智 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 506－ 6 〃 ハナ 17．7�
88 	 スーパーマックス 牡4黒鹿56 山口 勲内田 勝士氏 九日 俊光 新ひだか 荒谷 輝和 504－111：46．81
 10．9	

（佐賀） （佐賀）

33 マサハヤドリーム 牡6鹿 57 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 456－ 8 〃 クビ 3．0

66 タムロミラクル 牡6青鹿57 松山 弘平谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 472± 01：47．22� 17．1�
11 	 ピークトラム 牡7黒鹿58 大柿 一真冨田 藤男氏 山口 浩幸 千歳 社台ファーム 470－ 81：48．05 144．2�

（兵庫） （兵庫）

（8頭）

売 得 金
単勝： 61，473，700円 複勝： 51，680，700円 枠連： 発売なし
馬連： 171，381，700円 馬単： 82，521，400円 ワイド： 64，986，100円
3連複： 184，686，800円 3連単： 483，141，100円 計： 1，099，871，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 120円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 280円 �� 390円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 7，070円

票 数

単勝票数 計 614737 的中 � 85955（4番人気）
複勝票数 計 516807 的中 � 73383（4番人気）� 125498（1番人気）� 84519（3番人気）
馬連票数 計1713817 的中 �� 149950（5番人気）
馬単票数 計 825214 的中 �� 33694（10番人気）
ワイド票数 計 649861 的中 �� 60496（3番人気）�� 40414（6番人気）�� 54269（5番人気）
3連複票数 計1846868 的中 ��� 137032（4番人気）
3連単票数 計4831411 的中 ��� 49513（26番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．7―11．8―11．9―11．5―11．4―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―35．7―47．5―59．4―1：10．9―1：22．3―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F35．2
1
3
8，7，5，1－6，4（2，3）
8，7－5－1，6，4（2，3）

2
4
8，7，5－1－6，4（2，3）・（8，7）5－6（4，3）（1，2）

勝馬の
紹 介

レトロロック 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．31 小倉1着

2012．3．22生 牡6鹿 母 サムワントゥラブ 母母 シンコウラブリイ 25戦6勝 賞金 119，545，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

22120 8月26日 晴 良 （30小倉2）第10日 第12競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走16時05分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

714 コカボムクイーン 牝3黒鹿52 浜中 俊三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 478＋ 61：45．3 3．1�
612 スズカスマート 牝4鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 486－ 41：45．51� 6．6�
713 ノーブルスノー 牝5芦 55 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B500＋ 61：45．6� 3．2�
23 サ ン ク ラ ラ 牝4栗 55 高倉 稜�サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか 三宅牧場 436＋ 6 〃 アタマ 112．8�
47 デイジーフローラ 牝5鹿 55 松山 弘平松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 502＋ 61：45．92 12．4�
36 シャンテューズ 牝3芦 52

51 ☆荻野 極吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：46．0� 42．1	
48 オ ル ノ ス 牝5芦 55

52 ▲服部 寿希武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 468－ 21：46．31	 34．5

816 メイショウバーズ 牝5鹿 55 中井 裕二松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 472－ 21：46．4クビ 107．8�
11 チェリーボンボン 牝4青鹿 55

53 △富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 446＋ 41：46．5	 48．4
611
 エクロジオン 牝5鹿 55 山口 勲前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 476± 0 〃 クビ 74．0�

（佐賀）

59 サンマルリトリート 牝3黒鹿 52
50 △森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 528± 01：47．77 5．7�
35 クリノゼノビア 牝4黒鹿55 小牧 太栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 424－ 21：47．91� 243．4�
815 ウエスタンヒューズ 牝3黒鹿52 和田 竜二西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 472＋ 21：48．0クビ 69．2�
12 モ ン ロ ー 牝4芦 55 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム B444± 01：48．74 39．5�
510 ディヴァインハイツ 牝4鹿 55

53 △川又 賢治 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 468－ 21：48．8� 27．5�
24 ハイエストクイーン 牝3黒鹿52 酒井 学山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 41：55．8大差 27．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，256，800円 複勝： 67，190，300円 枠連： 38，762，200円
馬連： 139，529，400円 馬単： 59，906，600円 ワイド： 85，633，100円
3連複： 211，995，600円 3連単： 297，587，500円 計： 952，861，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 170円 � 130円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 450円 �� 220円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 計 522568 的中 � 133581（1番人気）
複勝票数 計 671903 的中 � 147704（2番人気）� 79402（3番人気）� 149352（1番人気）
枠連票数 計 387622 的中 （6－7） 48941（3番人気）
馬連票数 計1395294 的中 �� 85168（4番人気）
馬単票数 計 599066 的中 �� 24279（5番人気）
ワイド票数 計 856331 的中 �� 44164（4番人気）�� 113963（1番人気）�� 53818（2番人気）
3連複票数 計2119956 的中 ��� 155402（1番人気）
3連単票数 計2975875 的中 ��� 35464（7番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．8―12．6―12．5―12．0―12．6―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．8―42．4―54．9―1：06．9―1：19．5―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．4
1
3
・（2，9）15（8，10）3（1，4，14）7，16，13，12（6，11）5・（2，15，14，7）9（3，1，8，13）12（6，10）11－16，4，5

2
4
2，9，15，8，3（4，10）（1，14）（13，7）（12，16）－11，6，5・（2，15，14）（3，7，13）9（1，8）（12，6）11－16，10－5＝4

勝馬の
紹 介

コカボムクイーン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．1．6 京都2着

2015．6．10生 牝3黒鹿 母 ピシーズクイーン 母母 タカミツクイーン 7戦2勝 賞金 16，800，000円
〔発走状況〕 チェリーボンボン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 ハイエストクイーン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メジャーマジック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３レース目



（30小倉2）第10日 8月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

203，380，000円
5，120，000円
16，080，000円
1，120，000円
22，450，000円
66，522，000円
4，852，200円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
414，688，300円
542，008，400円
179，355，500円
879，495，900円
435，526，900円
527，654，800円
1，195，055，200円
1，926，772，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，100，557，900円

総入場人員 11，922名 （有料入場人員 10，494名）
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